
毎月1日に、予約解禁となる期間の施設予約抽選会を行っています。
朝8:50～9:00の間に予約希望日時の聞き取り、重複した場合は
抽選となります。

今後の抽選会スケジュール　
3月…3月1日(水） 4月…4月1日（土）

2月7日(火)・21日(火)窓口業務及び電話対応休止日
(第1・3火曜日)

利用する方が直接会館窓口で申請手続きをお願いします。
申込時に使用料をお支払いいただきます。

練習室・会議室等

2023年2月から申請できる施設

大中小ホール
2024年2月利用分まで

TEL 022-384-8900　FAX 022-384-6684
URL:http://bunka.natori.or.jp/

●味匠ささ圭 増田店　本社工場植松店
●東園芸
●イエローハット 名取店

●café食堂Laugh（ラフ）
●かまぼこの佐々直
　中田バイパス店（本店）
　名取店
●café EACH TIME
●牛たんの店一休
●サッポロビール園
●三愛美容室
●七輪炭火焼処すみ音

●鶴見屋商店 増田営業所
　（ガソリンスタンド）
●まごころ料理とお酒 花桃
●バンダレコード イオンモール名取店
●ハンバーグレストランHACHI
●ホテルルートイン名取
●ホテルルートイン名取岩沼インター
●理容モリヤ
●Natu-Lino

現在、設置していただいている店舗

※タクシーをご利用の場合はJR名取駅が便利です。
※駐車場の収容台数には、限りがございます。公共交通機関をご利用になるか、
　可能な限り乗り合わせてご来館ください。皆さまのご協力をお願いいたします。

 お問合せ  公益財団法人名取市文化振興財団
〒981-1224　名取市増田字柳田520

交通アクセス  JR「名取駅」より徒歩17分 
　　　　  ／ 仙台空港アクセス線「杜せきのした駅」より徒歩8分
交通アクセス  JR「名取駅」より徒歩17分 
　　　　  ／ 仙台空港アクセス線「杜せきのした駅」より徒歩8分

イベントインフォメーション
設置店舗

施設の利用申請 施設予約抽選会

　大規模修繕のため今月末まで
休館中の文化会館では、一体どの
ような修繕が行われているのか、

その一部を今回ご紹介いたします。
　実は、エレベーター改修を行っております。館内に
は3基あり、2基は乗用エレベーター、1基は荷物用の
エレベーターです。開館から25年間、3基とも「油圧
式」という電動ポンプで油圧ジャッキを働かせて
エレベーターを昇降させる駆動方式のものでしたが、
この度の修繕で「ロープ式」という、電動モーターで
ロープを巻き上げ、かごを昇降させる駆動方式のも
のになります。
　見た目はほぼ変わりませんが、乗り心地や稼働音で
違いに気付くかと思います。会館をご利用の際は、
新しくなったエレベーターにぜひ乗ってみてくださいね！

当該期間中、ご予約及びご利用いただけません。ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけ
いたしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

大規模修繕のための臨時休館について！

2024(令和6)年
2月2日金～2月6日火
修繕のため全館休館を
予定しております｡

2024(令和6)年
2月7日水～2月11日日

大ホールの修繕を
予定しております｡

こぼれ話
文化会館

レストランHACHI
名取本店

店
舗
紹
介

2023年5月利用分まで

令和5年1月4日(水)～令和5年2月28日(火)の期間、大規模修繕のため臨時休館いたします。

荷物用エレベーター 乗用エレベーター

お子さまBOXはファミリーに人気です。

ご持参された飲食物の 店内 での飲食は、お断りしております。よろしくお願い致します。

会合等のお菓子&ドリンクの
ご注文承ります。

-カフェスマイル-
営業時間
定 休 日

11：00～15：00　TEL 080-3326-6016
毎週火曜日 第1・3月曜日

新型コロナ感染拡大防止の対策を行っております。

●スタッフはマスク着用で接客させて頂きます。
●スタッフは毎日の検温と体調管理の確認をしております。
●アルコール消毒にご協力お願いします。
●マスク着用で、ご入店ください。
●混雑時は、密にならないように、お席のご案内をさせて頂きます。
●発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合、ご利用をお控えください。
●過去2週間以内に感染が拡大している国・地域への訪問歴のある方のご利用をお控えください。

●店内アルコール除菌を行っております。
●定期的な換気を行っております。

安心安全を保つ為、皆様のご協力をよろしくお願い致します。

お 知 ら せ

混雑時は、ウエイティングシートへ
ご記名のうえ、お待ちいただきます。

いつも、ご来店ありがとうございます。
鬼は外！福は内！節分🌼🌼
ほっと一息、teatime
今月も癒しの空間へお待ちしております。

●お弁当のご予約承ります。(空容器回収致します。) ¥900(税込)～

ALL税込価格

今月のお
すすめ

※ランチ・ケーキは日替わりでメニューが変わります。

ケーキプレート
￥800～

お仕事カレー
¥1,000

新春✿smile
ブレンドコーヒー

￥550

●ブレンド豆
●smileブレンド豆

………100ｇ￥630
…100ｇ￥680

金曜日限定!!

令和5年1月～2月までの（2ケ月間）名取市文化会館の大規模修繕・臨時休館に伴い
cafe smile の営業日・休日に変更があります。
休日：土日、祝日、火（月曜日は営業いたします。）

※３月から、通常営業となります。よろしくお願い致します。

イベントインフォメーション
名取市文化会館

イベントインフォメーション
名取市文化会館

2023

月号

大規模修繕のための臨時休館および条件付貸出について
café smile 今月のおすすめメニュー

主催事業

プレイガイド情報

TOPICS

声優朗読劇 フォアレーゼン
～晩餐～フランソワ・クープランのポルトレとともに

名取市文化会館開館25周年記念
宝くじまちの音楽会
岩崎宏美with宗次郎 ～心のふるさとを求めて～

東日本大震災心の復興コンサート 半﨑美子with仙台フィルメンバーズfeat.太田裕美

新・名取寄席part10＠文化会館
名取ノ老女…再び！ 
～新・名取寄席10周年記念公演～

なとりアートキャラバン
～芸術で地域めぐり～

開催REPORT

2

名取市文化会館で語る ふるさとの昔ばなし第４回

中村勘九郎 中村七之助 春暁特別公演2023



主催事業 主催事業 主催事業 主催事業 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対応および災害の被害などにより、内容の変更や中止あるいは延期となる場合がございます。

プレイガイドプレイガイド

大規模修繕のための 臨時休館 および 条件付貸出 について

令和５年１月４日㊌～令和５年２月２８日㊋(2ヶ月間)
●窓口業務及び電話対応は行います。(第1・3 火曜日を除く9：00 ～ 18：00)
●「希望の家」は通常開館いたします。(第1・3 火曜日を除く9：00 ～ 20：00)
●令和5年2月1日（水）の施設予約抽選会は実施します。

臨時休館 条件付貸出
令和５年3月1日㊌～令和５年3月14日㊋
貸出条件：①搬入エレベーターが使用できません。

②運転調整音( エレベーター稼働音)が発生します。
③小ホールでのピアノ利用はできません。

※上記条件をご理解の上、ご利用ください。なお、利用に関する詳細は窓口へお問い合せください。

ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご協力お願いいたします。

対象▶中ホール•小ホールを利用する方

①佐藤正隆・小関佳宏 ギターデュオコンサート
2023年1月22日(日)　11：00開演
会場：愛島公民館 会議室　定員40名

②音楽で広がる昔ばなしの世界
　～名取昔ばなし語りの会×エスポワール・フォレ～
2023年1月29日(日)　14：00開演　
会場：下増田公民館 ホール　定員100名

③朗読公演「ファミリーツリー」上映会×閖上の昔を語る会
2023年2月12日(日)　13：00開演　
会場：閖上公民館 ホール　定員40名
出演：相澤一成（ファミリーツリー作・演出）／佐藤正実（3.11オモイデアーカイブ）

④寄席文化への招待
2023年2月15日(水)　14：00開演
会場：増田公民館 ホール　定員200名
出演：六華亭遊花／三遊亭美よし

⑤パイプオルガンコンサート
2023年2月23日(木・祝)　13：30開演　
会場：尚絅学院大学 礼拝堂　定員150名
出演：渡辺真理（パイプオルガン）

※価格はすべて税込表記です。

 

18:00start
17:30open

1616木3
大ホール 名取市文化会館開館25周年記念

宝くじまちの音楽会
岩崎宏美with宗次郎
～心のふるさとを求めて～
岩崎 宏美／宗次郎（オカリナ）／
名取市民合唱祭有志メンバー 
全席指定
一般／前売 2,000 円　当日2,500 円
（宝くじ助成による特別料金）
※未就学児入場不可
※お一人様 4枚まで
※チケットの販売・観覧は宮城県内
　在住の方に限らせていただきます。
名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ／
藤崎／仙台三越／
ローソンチケット（Lコード：22681）／
チケットぴあ（Pコード：229-929）／イープラス

出 演

チケット

プレイガイド

14:00start
13:30open

44 土3
小ホール

10回目を迎える恒例のシリーズ、新・名取寄席。昨年の好評を受け、今回は、さらに新たな切り口で、名取の地で
語り継がれている“名取老女伝説”に再びスポットを当てます。
落語、講談・笛、そして神楽ほか、楽しいお話と共に賑々しく開催する第10回記念公演を是非お楽しみください！

新・名取寄席part10＠文化会館

名取ノ老女…再び！ ～新・名取寄席10周年記念公演～

柳亭小燕枝（落語）／田辺銀冶（講談）／秋吉沙羅（神楽笛）
熊野那智神社宮司 井上 幸太郎／名取市歴史民俗資料館館長 鴇崎 哲也／熊野堂神楽
全席自由
シーパイン友の会／ 3,000 円　一般／ 3,500 円
学生（大学生以下）／1,500 円
※未就学児入場不可
※学生席は名取市文化会館窓口にてお求めください。（要・学生証）
名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ／藤崎／
ローソンチケット（Lコード：21493）／チケットぴあ（Pコード：516-552）

出 演
ゲ スト
チケット

プレイガイド

1月～2月の期間中、名取市内5つの地域の公民館や施設を会場に、様々なイベントを開催。
とっておきの企画をたずさえて、名取市文化会館があなたのご近所へお邪魔します！
文化芸術をもっと身近に。アートが暮らしのすぐそばに。

※直接会場へお越しください
会場定員に達した際は、入場をお断るする場合がございます。

なとりアートキャラバン ～芸術で地域めぐり～なとりアートキャラバン ～芸術で地域めぐり～なとりアートキャラバン ～芸術で地域めぐり～なとりアートキャラバン ～芸術で地域めぐり～

全公演 入場無料
※開場は各公演30分前

15:00start
14:15open

1919 日3
中ホール

三宅 健太／神尾 晋一郎／新田 杏樹／
中野 振一郎（チェンバロ）
全席指定
シーパイン友の会／ 3,500 円
　　一　　　般／ 4,000 円
※未就学児入場不可　※お一人様 4枚まで

名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ／
藤崎／チケットぴあ（Pコード：516-703）／
ローソンチケット（Lコード：22414）／
イープラス／フォアレーゼンTicket ／
アニメイト通販

出 演

チケット

プレイガイド

柳亭小燕枝

田辺銀冶 秋吉沙羅

17:00start
16:00open

2525土3
大ホール中村勘九郎 中村七之助

春暁特別公演2023
全席指定　　　　 S 席／8,800 円
A 席／6,800 円　B席／4,800 円
※未就学児入場不可
※車椅子でご来場のお客様はS席のチケットを
ご購入の上、お手数ですが公演前にキョードー
東北までご連絡ください。

名取市文化会館／藤崎／仙台三越／
ローソンチケット（Lコード：22743)／
チケットぴあ（Pコード：516-352)／イープラス

キョードー東北　022-217-7788
(平日13:00 ～16:00／
     土10:00 ～12:00 ※日祝除く）

チケット

プレイガイド

お問合せ

12:00start
11:15open

①

16:00start
15:15open

②

1919日3
大ホール

名取市文化会館開館25周年記念
NHK「民謡魂 ふるさとの唄」公開収録を開催しました。

　地元出演者 閖上太鼓の皆さん
の迫力の舞台で幕が開き、司会の
城島茂さん、近藤アナウンサー、ゲ
ストのマギー審司さん、山崎バニラ
さんの軽妙な掛け合いで、民謡の
歴史を振り返るコーナーやクイズ
コーナー等、来場されたお客様皆
が楽しめる公演となりました。
　宮城出身の民謡歌手、三味線奏
者等による様々な演目で、東北宮
城の魅力を全国に発信することが
できる良い機会となったのではな
いでしょうか。

開催REPORT

東日本大震災心の復興コンサート
半﨑美子with
仙台フィルメンバーズfeat.太田裕美

全席指定　4,500 円　当日5,000 円
※未就学児入場不可　
※車イスでご来場の方は、
　エフエムなとりまでご連絡ください。
名取市文化会館／
ローソンチケット（Lコード：22746）／
チケットぴあ(Pコード：231-477) ／
イープラス／藤崎／仙台三越
エフエムなとり　022-383-7801 
（平日 10:00～ 17:00）

チケット

プレイガイド

お問合せ

主催：エフエムなとり　共催：名取市
主催：仙台放送／キョードー東北／サンライズプロモーション東京

14:00start
13:30open

1212日3
小ホール

歴史の深い名取の地に語り継がれてきた民話を中心に、心温まるお話しをお届けします。

名取市文化会館で語る ふるさとの昔ばなし第４回入場無料
（要整理券）

大平 悦子 名取昔ばなし語りの会

名取昔ばなし語りの会
大平 悦子（日本民話の会）
佐々木 彩香（エフエムなとり）
入場は無料ですが、整理券が必要です。
※お一人様 4枚まで

2023 年 2月12日（日）

名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ／
杜せきのしたタウンステーション

出 演
ゲ スト
司 会

入 場

整 理 券
配付開始
整 理 券
配布場所

声優朗読劇 フォアレーゼン ～晩餐～
フランソワ・クープランの
ポルトレとともに

1月7日（土）に
放送されました！
1月7日（土）に
放送されました！
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人気声優が出演する、他にはないオリジナル朗読劇！

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、イベント内容の変更や中止となる場合がございます。

【チケット】
シーパイン友の会 3,500円　一般 4,000円　
※未就学児入場不可
※車いす席は名取市文化会館窓口にてお買い求めください。
※チケットはお一人様4枚まで。

【チケット発売日】
シーパイン友の会先行予約／1月15日（日）9：00 ～
一般／1月22日（日）10：00 ～

【プレイガイド】
名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ／
藤崎／チケットぴあ（Pコード：516‐703）／
ローソンチケット（Lコード：22414）／e＋（イープラス）
フォアレーゼンTicket ／アニメイトオンラインショップ

【お問合せ】
名取市文化会館
TEL 022‐384‐8900 （第1・3火曜日を除く9：00 ～18：00）

中野振一郎

©Yuri Manabe

開演／15：00　開場／14：15

名取市文化会館
中ホール

会場

三宅健太
神尾晋一郎
新田杏樹
中野振一郎  （チェンバロ）

出演

神
尾
晋
一
郎

三
宅
健
太

新
田
杏
樹

Ⓒ来海ユウ・ティーエーエヌジー

脚本：中野順哉

主催：公益財団法人名取市文化振興財団／tbc東北放送　 企画制作：ティーエーエヌジー　 後援：名取市／名取市教育委員会　 協力：イオンモール名取
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